
0203 広報させぼ　2019.11

佐世保の文化に親しむ月間「させぼ文化マンス」。本市では文化を

担う人や文化に触れる人を大きく育てていこうと毎年 11 月を文化

の強化月間としています。第 8 回となる今回もメインプログラム

である「楽
らく

園
えん

祭
さい

」（11 月 16 日、17 日）を中心に市内各所で多種多

様なイベントが開催されますので、今回の特集ではその概要につい

てお知らせします。年に 1 度の佐世保の文化の祭典ですので、市

民の皆さんもどうぞご参加ください。

11 月は文化に親しむ月間特集

楽園祭に出演する西海学園高校・書道部の皆さん。本番に向け、毎日練習に励んでいます

佐世保市小学校音楽発表会

日程　10 月 31 日㊍、11 月 1 日㊎ 9 時 30 分～
11 時 30 分、13 時 40 分～ 15 時 30 分

場所　アルカス SASEBO
問市立小学校教育研究会（潮見小学校） 
 ☎ 31-8017

長崎県立大学  鵬祭

ことしの 鵬
おおとり

祭は豪華ゲストによるライブス
テージやトークショーなど企画がめじろ押しで
す。3日㊐㊗19時から打ち上げ花火があります。
日程　11 月 2 日㊏、3 日㊐㊗
場所　長崎県立大学（川下町）
問鵬祭実行委員会  ☎ 48-4187

させぼ文化マンス期間中は、アルカス SASEBO や市内大学などで文化に関連する
催しを行います。また各地区公民館や学校でも多くの文化祭が開催される予定です。

させぼ文化マンス期間中のイベント

ヒロシゲ GO!GO! 広重展

江戸文化を代表する浮世絵師、歌川広重の浮世
絵展です。名作「東海道五拾三次」全 55 点の展
示など島瀬美術センター初の浮世絵展です。
日程　12 月 8 日㊐まで  10 時～ 18 時。
※金・土曜、祝前日、12 月 8 日は 20 時まで。
場所　博物館島瀬美術センター
料金　一般 1,200 円、大学・高校生 800 円、 

中学生 400 円、小学生以下 無料
※市内の中学生は生徒手帳の提示で無料。
※詳しくはお尋ねください。
問博物館島瀬美術センター  ☎ 22-7213

第 15 回長崎県高等学校総合文化祭（しおかぜ祭）
県内の高校生が集まり、郷土芸能や日本音楽の
発表、写真、美術、工芸、書道の展示などを行
う文化の祭典です。
日程　11 月 8 日㊎～ 10 日㊐
場所　アルカス SASEBO
問長崎県高等学校文化連盟  ☎ 095-800-6656

佐世保市中学校音楽発表会

日程　11月12 日㊋ 9 時～ 12 時、13 時～ 16 時
場所　アルカス SASEBO
問市中学校文化連盟（広田中学校）
  ☎ 39-2848

佐世保鎮守府開庁 130 年を記念し、近代佐世保
130 年の歩みを物語る過去の貴重な写真などの
展示やドローンで撮影した映像を上映します。
日程　11 月 16 日㊏、17 日㊐
場所　アルカス SASEBO
問文化財課  ☎ 24-1111

佐世保鎮守府開庁 130 年記念
日本遺産「鎮守府」写真展

長崎国際大学  開国祭
日程　11 月 2 日㊏、3 日㊐㊗
場所　長崎国際大学（ハウステンボス町）
問開国祭実行委員会  ☎ 39-3094

歌川広重「東海道五拾三次之内  庄野  白雨」大判錦絵
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2015 年より劇団 HIT!STAGE が取り組むプロ
ジェクトで、参加者の皆さんと「佐世保」をキー
ワードにお芝居をつくります。
日程　11 月 17 日  14 時、15 時 30 分

佐世保に古くから伝わる面白か話ば朗読すっけ
ん、みんな聞きに来んね～。待っとるよ！
日程　11 月 16 日  11 時、14 時、15 時 30 分

そっくりアート
九十九島せんぺいと水玉大作戦

現代美術家・中島洋和氏とエッセイ
スト・漫画家のざわのりこ氏が、子
どもたちと「九十九島せんぺい」をモ
チーフにした独自のせんぺいと水玉
模様でアルカスを飾ります。
日程　11 月 16 日、17 日（終日）

日程　11 月 16 日、17 日（終日）

園児たちの
「させぼ大好き」共同制作展

「させぼのものがたり」プロジェクト 2019じんねみどん朗読会

ネットワークの高速化が進み、いつで
もどこでもドラマや映画が楽しめる最
高の時代になりましたが、映像の楽し
み方ってそれだけでしたっけ？映像の
元祖から学ぶ「アレコレ」が会場各所に
登場します。
日程　11 月 16 日、17 日（終日）

シカクデアソブ
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佐世保の民話の絵本制作と疑似体験

アルカス前  広場 交流スクエア・全館

3 階

ピアニスト重松壮一郎さんが主導し、楽器から衣装デザイン、演奏までを子どもたちが主役となって作り上
げるコンサート。コンサートの前は楽器を鳴らしながら館内を歩くパレードも行います。
日程　11 月 17 日  14 時～ 15 時　※ 10 時から楽器制作を行います。

みんなでつくる「こどもコンサート」

出演者インタビュー

楽園祭当日に一般参加する子どもたち
をサポートする「子どもリーダー」と
一緒に約 3 カ月前から楽器作りやセッ
ションなどのワークショップを行って
きました。コンサートでは佐世保をテー
マにしたオリジナルソングも披露する
予定で、当日来場した子どもも自由に
参加できますので、持ち寄った楽器、
制作した楽器、手拍子で一緒に盛り上
がりましょう！

エントランス

ピアニスト  重松壮一郎さん

ことしのテーマは「楽
らくえんさい

園祭」。年齢やジャンルを超えた佐世保らしい文化祭が 2 日間にわたって繰り広げられます。どうぞご来場ください！

させぼ文化マンスメインプログラム

11 月16日（土）17日（日）
アルカス SASEBO

サセボ
カルチャー
フェスティバル

ゆるキャラコレクション

佐世保で活躍するキャラクターたちが大集合
します。来場者にはオリジナルグッズをプレ
ゼント！
日程　11 月 16 日、17 日（終日）

昨年好評だった蚤
のみ

の市をことしも開催しま
す。また野外でサウナ体験ができるブースや
軽食なども楽しめます。
日程　11 月 16 日、17 日（終日）

蚤の市

本番に向けてペットボトルや段ボール

などを使って楽器を制作しました！

読み語り＆歌遊び子育て支援グループ・ロココ
とお話し造形作家のジン G がコラボし、佐世
保の詩人・新谷千恵子さん作詞の童謡から「ね
むれないおおかみ」「ぼくのおよめさん」「あか
いかさ  あおいかさ」の人形劇を開催します。
日程　11 月 17 日  11 時、13 時（約 20 分）

歌いっぱいの人形劇

アーティスト・犬童ゆうこ氏（長崎国際大学卒
業）による、佐世保の民話を題材にした絵本の
販売と絵本の世界への疑似体験ができるブース
を設置します。
日程　11 月 16 日、17 日 
　　　11 時～ 15 時

インフルエンサーが映える方法を教えます

本市に所縁のあるインフルエンサー（人々に影
響を及ぼす人のこと。SNS のフォロワー数が 1
万人を超える人など）によるトークライブを開
催し、どうやってインフルエンサーになったの
かなどの Q&A や映える写真の撮り方、こだわ
りなどを学べます。
日程　11 月 17 日  15 時から（約 2 ～ 3 時間）
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特集に関する問い合わせ　文化振興課　☎ 24-1111
楽園祭に関する問い合わせ　アルカス SASEBO　☎ 42-1111

エントランス

東浜町一組女相撲

三味線、太鼓、鐘の音に合わせ、声を掛けながら土俵に上がり、甚
じんく

句唄い手と一緒に歌いながら踊る伝統芸能です。
日程　11 月 17 日  12 時、14 時

東浜町一組女相撲保存会
鶴田なをみさん

出演者インタビュー

東浜町一組女相撲は漁師のまちである
東浜町に 100 年以上前から受け継が
れてきた伝統芸能です。すもう甚句に
合わせ、踊りながら取組や餅つきを表
現します。普段お会いできない若い
方々との交流を楽しみに本番まで練習
を重ね、皆さんに圧巻の演舞をお届け
します。最高齢 93 歳による千秋楽の
口上もお見逃しなく！

させぼ鳴るほどフェス

市内の大学生・高専生が企画する
学生バンドのライブイベントです。
人気バンドのコピーバンドから心
揺さぶるオリジナル曲のバンドま
で、いろいろなライブをお楽しみ
いただけますので、どうぞお越し
ください。
日程　11 月 16 日  10 時 30 分
　　　17 日  9 時 30 分
※ 17 日はアコースティックの小

規模イベントを行います。

桃源郷の秋祭り

文化庁メディア芸術祭エンターテイ
ンメント部門大賞アーティスト・岸
野雄一氏によるユニット「ヒゲの未
亡人」が初登場し、演奏と映像でユ
ニークな世界をお楽しみください。
日程　11 月 16 日  16 時

アリゴ座特別公演

本市出身の劇作家・荒木建策氏が主
宰する劇団「アリゴ座」が、東京で公
演した内容をそのままに１日限定の
佐世保公演を開催します。
日程　11 月 17 日  16 時
料金　500 円

高校生書道パフォーマンス
高校生の書道部員によるパフォーマンスです。揮

きごう

毫・ダンス・DJ がコラボし、
ことしも会場の皆さんを楽しませます。
日程　11 月 16 日  12 時～ 13 時

出演者インタビュー

西海学園高校  書道部
藤本 桜

さくら

華さん

市内 6 つの高校の書道部員 43 人が
集まって、8 月からみんなで練習を
進めています。踊りの振り付けや音
楽の選定、どんな文字を書くかなど
を部員一人一人が工夫を凝らし考え
ました。ことしで 5 回目の出演です
が、今までよりもさらに観客の皆さ
んに楽しみながら書道の魅力が伝わ
るようパフォーマンスしますので、
どうぞ見に来てください！

エントランス

大ホール

させぼダンスフェスバル space

本市を中心に活動しているダンスチームが
ステージでダンスを披露します。今回は東
京で活躍中の AMI 氏のナンバーをお届けす
るなど迫力や躍動感はもちろん、ダンスの
楽しさを体感してください。
日程　11 月 17 日  13 時 30 分

ベートーベン「第九」＆
團伊玖磨「西海讃歌」演奏会

合唱を愛好する有志と一般公募で集結した
約 200 人が佐世保市民管弦楽団と共にベー
トーベン「第九」と團

だん
伊

いくま
玖磨「西海讃歌」を演

奏します。圧巻の演奏会となること間違い
なし ! ご来場をお待ちしています。
日程　11 月 16 日  14 時～ 16 時
料金　大人 2,000 円、学生 700 円

中ホール・地下 1 階

昨年大いににぎわった「佐世保
映画祭」をことしも開催します。
昨年大好評だった「裸足の青春」
と「空の大怪獣ラドン」は今回も
上映します。お見逃しなく！
日程　11 月 16 日、17 日（終日）
料金　1 作品鑑賞券 500 円
　　　全 5 作品鑑賞券 1,500 円

映画文化アーカイブとしての佐世保映画祭

ⓒ TM ＆ 1956 TOHO CO., LTD.

ビブリオバトル 2019

発表者が面白いと思った本を 5 分間で
紹介し、観客が読みたくなった１冊を
選ぶゲームです。
日程　11 月 16 日  14 時
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DJ が会場を盛り上げます！
イベントホール


